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はじめに

　

第１章  

１ 総合計画とは・改定にあたって 

今はココ 

 

  

                      ○ 総合計画のポイント 

                          ・東日本大震災をはじめとする社会経済の 
                           変化への対応や、基本構想に掲げるまち 
                           づくりの着実な推進とともに、計画期間 
                           のその先を見据えた新たな視点も加えな 
                           がら、今後５年間、特に力を入れていく 
                           取組みを位置づけています。 
  

                       ○ 改定にあたって   

                          ・様々な主体がこれからのいわきを共に創って 
                           いくまちづくりを目指します（共創）。その 
                           ため、市役所の計画ではなく、「わたしたち 
                           の計画」とするために、役割分担と文言や 
                           分量の簡素化により、「共有」します。 
                          ・分かりやすさと限られた資源の対応として 
                           広く浅くではなく、「選択と集中」に取 
                           組みます。その中でも、特に力を注ぐ 
                           重点戦略は、「地域創生」と「復興」です。 

２ 人口ビジョン・めざしていく「いわき」の姿  

  

                            

 

いわきのコンパクトとネットワーク  

○ 目指す方向性 

 ・それぞれの地域のコミュニティが維持 

  できるような拠点と仕組みづくり 

  （コンパクト化）を目指します。 

 

 ・各地域、それぞれの拠点がすべての機能を 

  有する必要はなく、隣接するコミュニティ 

  同士が補完し合いながら、より広範囲での 

  地域の活力を生みだすため、各地域の 

  拠点間のネットワーク化も進めます。 

活動人口を増やす  

○ 目指す方向性 

 ・人口減少、高齢化社会の中、地域を支え 

  ていくために、様々な社会活動に参加して 

  くださる「活動人口」を増やす必要が 

  あります。 

人口減少に歯止めをかけ、 

将来にわたり活力あるまちを 

維持するため、 

2030年で30万人、 

2060年で22万人の維持を目指す 

1



　

３ 重点戦略：いわき創生総合戦略・復興  

  

                            

 

重点戦略② 復興  

○ これからの復興  ～目指す方向性と基本的な考え方 

 ・ これまでの５年間は、壊れたものを直すという「復旧」と災害公営住宅の整備をはじめとする 

   復興の基礎的な整備に集中して取り組む「復興集中期」です。 
  

 ・ これからの５年間が、震災前にも増して、つながりのある、暮らしやすい、将来にわたって 

   持続可能な"まち"になる、真の復興に向けた期間（復興創生期）になります。 
   

 ・ 目に見える形のもの（ハード）の整備が進んできていますが、真の復興は、まさにこれからです。 

    仮設住宅等の解消を図り、被災された方々が皆、恒久的な住まいで暮らすこと、 

    新たなコミュニティにおいて、震災前以上のつながりのある隣近所をつくること、 

    震災前の"なりわい"と"にぎわい"を取り戻すこと、 
  

 ・ 住まい・コミュニティとしごとが、生活再建の真の復興に向けた両輪です。 

 

○ 特に力を入れて取り組むこと 

 ・ つながりのあるｺﾐｭﾆﾃｨづくり、放射線のﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、震災前より暮らしやすいまちづくり 

 ・ "なりわい"を取り戻すこと、廃炉とイノベーションに向けた取組み 

 ・ 震災を忘れずに、伝え続けること 

 ・ 避難されている方々とつながりを深めること、感謝をつたえること 

重点戦略① いわき創生総合戦略 

いわき創生のメインコンセプト

"人づくり"と"まちづくり" 

の好循環を生み出す 

市民からも、市外からも 

"選ばれるまち"をつくる 

地域に培われた"生業" 

を磨き上げ、伸ばす 

IWAKI 
ENERGY 

なりわい 

人のエネルギー 

土地のエネルギー 

産業のエネルギー 

いわき創生の基本目標 

いわき市の未来の"あるべき姿"を実

現するために、次の基本目標を掲

げ、行政はもとより民間事業者、

NPOなどの地域団体、市民が知恵と

力を結集し、いわき創生に向けた

戦略を進める。 
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"共創"に向かって（それぞれの役割）

◇　震災前からのコミュニティや、双葉郡から避難されている方々
　　も含めた新たなコミュニティにおいて、互いが快適に暮らせる
　　よう、「つながり」のある隣近所・地域をつくりましょう。

◇　震災の記憶と数々の支援を忘れずに、伝え続けていきましょう。

◇　行政や関係機関と連携しながら、震災前の「なりわい」と「に
　　ぎわい」を取り戻しましょう。

◇　基盤の整備や除染、防災減災対策、他自治体との連携など、復
　　興に向けた取組みを着実に進めます。

復興　震災前にも増して

目指すところ

　・重点施策である「復興」について、引き続き最優先で取り組んでいくとと
　　もに、単なる復旧・復興ではなく、生活や仕事、防災、共生のいずれにお
　　いても、「震災前にも増して」をキーワードに、真の復興に向けた取組み
　　を進めます。

　・真の復興に向けた取組みの基盤を、「住まい」と「しごと」として、まち
　　に「なりわい」と「にぎわい」を取り戻します。

　・着実な除染と、放射能への正しい理解と発信に努め、風評の払拭を目指し
　　ます。

　・大きな犠牲から得たかけがえのない教訓を忘れずに、安全・安心を次の世
　　代や他の地域へ伝えます。

　・双葉郡からの避難者との共生を明確に掲げるとともに、これまでの世界中
　　からの支援に対し感謝を伝えるため、復興の姿を発信していきます。

柱 

市民・地域 

事業者等 

行政 
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主な取組みの概要

　⑴　住まいとコミュニティづくり

　　・引越し助成等による仮設住宅等の解消、土地区画整理地内における防犯灯・集会所等の整備

　　・新たなコミュニティの形成、心のケアと見守りの継続

　⑵　放射線を取り除く

　　・食品の放射線検査や、健康への影響調査の実施

　　・除染、モニタリングの実施

　⑶　真の復興を成し遂げる

　　・交通網の再編、魅力ある景観づくり、子育て機能の復旧、復興まちづくりグランドデザイン

　　　の具現化

　　・なりわいの再生（地産地消の実践と発信、事業立て直しの支援、担い手の確保）

　　・にぎわいの再生（海水浴の再開、商業施設の整備、スタディツアーの実施）

　⑵　廃炉とイノベーションを進める

　　・廃炉に係る実践的教育プログラムの構築と研究者等の誘致　（※）

　⑴　災害に備える

　　・震災の記録と記憶と伝承、メモリアル施設の整備

　　・防災訓練の実施、避難所・物資・資機材の整備

　⑵　いのちを守る

　　・避難道の整備、防災力を高めるインフラの整備、物資の拠点施設の整備

　⑴　つながりを深める

　　・避難者等とのつながりの深化（市民総ぐるみ運動への参加、お祭りの開催）

　　・自治体間のつながりの充実・強化（浜通りの市町村との意見交換の場の開催）

　⑵　復興の姿を発信

　　・支援に対する謝意の表明と、復興の姿の発信  

（※印は、総合戦略関連）

分野１　くらし

分野２　しごと

分野３　防災

分野４　共生と感謝

　⑴　”なりわい”と”にぎわい”を取り戻す
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"共創"に向かって（それぞれの役割）

◇　ごみの分別や清掃など、身近な環境活動に取り組みましょう。

◇　自然とのふれあいやエコイベント等に参加しましょう。

◇　身近な清掃活動から二酸化炭素の削減といった地球規模な活動
　　まで、エコの観点から事業活動を見直し、改善していきましょ
　　う。

◇　産・学・官の連携により、地域資源のエネルギー化や再生可能
　　エネルギーのビジネス化に取り組みます。

◇　ごみの減量化を図るため、リサイクルの拡充と不法投棄の防止
　　に努めます。

◇　適切な維持管理により、自然・生活環境を守ります。

Ⅰ　美しい環境を守り、育てあう

目指すところ

　・「循環を基調とした持続可能なまち」という、基本構想の理念を踏まえる
　　とともに、未曽有の原発事故を受けた本市における、エネルギーと自然環
　　境の（今後の）あり方として、

　　①エネルギーや資源の循環を進めるとともに、原発事故のイメージをクリ
　　　ーンなエネルギーのまち・いわきへとイメージの上書きを目指します。

　　②原発事故後、少なくなってしまった自然とのふれあいを、身近な所から
　　　取り戻します。

　　③エネルギーをはじめ、食や木材の地産地消を進め、自然の力や恵みを上
　　　手にいただきながら、自然と共生していきます。

柱 

市民・地域 

事業者等 

行政 
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主な取組みの概要

　　・省エネの推進、防犯灯のLED化

　　・地域資源のエネルギー化の検討（小水力、地中熱、下水汚泥、排熱、木質バイオマス）　（※）

　⑵　クリーンエネルギーのまち”いわき”をつくる

　　・再生可能エネルギー技術の開発、ビジネス化　（※）

　⑴　ごみを減らす

　　・ごみ分別・リサイクルの徹底

　　・生ごみや木くずなどによるリサイクルの拡充

　⑵　ポイ捨て・不法投棄をなくす

　　・美化活動団体の活動強化

　　・不法投棄監視パトロールの継続

　⑴　自然をまもる

　　・健全な水環境の維持（水源や上下水道の適正管理等）

　　・自然や生態系等への悪影響の防止（イノシシや特定外来生物の対策等）

　⑵　自然にふれる

　　・自然体験、農業体験の促進

　　・自然の恵みの伝承、承継

　⑶　自然をつなぐ

　　・流域（森～里～川～海）の一体的な維持管理

　　・エコ活動の促進（ボランティア、募金、地産地消）

（※印は、総合戦略関連）

分野１　エネルギー

　⑴　地産地消で循環を生み出す

分野２　ごみ・資源

分野３　自然を守り、引き継ぐ
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"共創"に向かって（それぞれの役割）

◇　妊婦健診、乳幼児健診、各種がん検診を受診しましょう。

◇　日々のあいさつに加え、高齢者や小さいお子さんのいる方への
　　ごみ出しの手伝いなど、地域や近所で助け合いましょう。

◇　子育てや介護などの家庭環境に配慮し、家庭と仕事が両立でき
　　る職場づくりに努めましょう。

◇　関係機関との連携のもと、医療や福祉に携わる事業者が協力し、
　　医師の確保や地域包括ケアシステムの構築に取り組みましょう。

◇　地域や関係機関・団体などとの連携強化を図りながら、子ども
　　からお年寄りまで、誰もが安心して暮らすことができる地域の
　　構築に取り組みます。

Ⅱ　心をつなぎ、支えあう

目指すところ

　・人権、男女共同参画、外国人の方々をはじめとする多文化共生、

　・人口減少対策の一つである結婚、出産（自然増）～子育て、

　・今後ますます進む高齢化社会への対応、とりわけ、認知症への理解や支援、
　　在宅医療～家で看取るということへの取組み、

　・変わらず危機的状況である医療・介護従事者不足への対応、

　・家庭の経済状況によって教育が左右されないようにし、貧困の連鎖を防止す
　　るための取組みなど、

　　福祉を中心とする多岐にわたる分野と課題ではありますが、解決へのアプ
　ローチは、「心をつなぎ、支えあう」です。

柱 

市民・地域 

事業者等 

行政 
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主な取組みの概要

　⑴　認めあい、理解しあう

　　・多文化共生、男女共同参画、ユニバーサルデザインの推進

　⑵　共に生きる

　　・虐待等からの権利侵害の排除、権利擁護の体制・仕組みやバリアフリーの構築

　⑶　出会い・結婚する

　　・結婚観のプラスイメージ化、出会いの場・機会の創出　（※）

　⑴　いわきで産む

　　・切れ目のない相談・情報提供体制の構築、妊婦健診の受診率向上、産婦人科医の確保　（※）

　　・産後ケア体制の構築　（※）

　⑵　いわきで育てる

　　・子育てに関する情報の提供、乳幼児健診受診率及び予防接種接種率の向上

　　・幼稚園、保育所、認定こども園、放課後児童クラブ等の適正配置・整備

　⑴　健康に過ごす

　　・健康を保つための生活の習慣化（運動、食事、禁煙など）

　　・健康診断、各種健診による病気の早期発見、早期治療

　　・行政と医師会等との連携の強化、若い医学生への働きかけ　（※）

　　・共立病院と休日夜間急病診療所の整備による医療体制の強化　（※）

　⑴　暮らしたいところで暮らす

　　・リビングノートの導入、グループホーム等地域で暮らすための基盤と体制の整備

　　・介護を支える方への対策（息抜きや思い・悩みの共有）

　⑵　助け合う

　　・ボランティア活動や地域コミュニティによる支え合いの推進　（※）

　⑶　仕組みをつくる

　　・地域包括ケアシステムの推進（医療と介護の連携強化、往診促進、「看取り」支援）

　⑴　暮らしを安全にする

　　・防犯パトロールの拡充、ハード・ソフト両面からの通学路の安全確保

　　・消費生活に係る情報提供と相談体制、警察等関係機関との連携強化

　　・消防力の充実強化

　⑵　暮らしを安定させる

　　・生活困窮対策、貧困の連鎖の防止（ひとり親家庭の救済・就労支援、子どもの居場所づくり等）

分野４　住み慣れた地域で暮らす

分野５　暮らしの安心

（※印は、総合戦略関連）

分野１　共に生きる（くらしと権利）

分野２　産む・育てる

分野３　健康と医療

　⑵　医療体制を整える
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"共創"に向かって（それぞれの役割）

◇　家庭において、基本的な生活・学習習慣など、子どもの「生き
　　る力」の基礎づくりに努めましょう。

◇　職業や経験を通して身に着けた自分ができることで、人づくり
　　に関わりましょう。

◇　地域固有の歴史・伝統・文化を後の世代に伝え続けましょう。

◇　事業所見学の受入れや専門性を活かした社会科教室の開催など、
　　地域における人づくりへ協力しましょう。

◇　スポーツや文化への支援活動を通した地域貢献へ協力しましょ
　　う。

◇　放課後や土日における、学習支援や子どもたちの意欲や郷土愛
　　を高める取組みや仕組みづくりを、地域の方々・事業者の方々
　　などと連携して進めます。

◇　教育・スポーツ・文化などの施設環境の整備を進めます。

Ⅲ　学びあい、高めあう

目指すところ

　　住みやすいまちづくりも、いわきの将来も、すべては「人」のためであり、
　すべては「人」によるものです。地域が人を育み、人が地域をつくるという
　考えのもと、いわきの将来を担う子どもたちを育む「教育先進都市」を目指
　していきます。

　○　教育
　　・子どもたちに持ってもらいたいものは、生きる力、基礎学力、世界に飛び出す勇気、
　　　そして、いわきへの誇りと愛着です。
　　・家庭、学校、地域が連携し、子どもの成長ステージに応じて、切れ目なく育てると
　　　ともに、子どもを育てる過程で、親も地域も共に学び、成長する社会を目指します。

　○　生涯スポーツ・生涯学習
　　・生涯、スポーツや学習を楽しむことを通して、周囲の方々とのつながりができ、
　　　それが拡大していく社会を目指します。

　○　歴史・伝統・文化・芸術
　　・いわきがいわきをもっと知るということ、そして、世代を超えて確実に引き継いで
　　　いける仕組みと、身近な地域の歴史や伝統を体験型で学ぶ仕組みを考えていきます。

柱 

市民・地域 

事業者等 

行政 
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主な取組みの概要

　⑴　幼稚園・保育所を充実する

　　・幼稚園・保育所・認定こども園の適正配置、教諭・保育士の量的・質的充実

　　・子育ての相談支援体制の強化（子育てコンシェルジュ等）

　⑵　小・中学校を充実する

　　・基礎学力の向上（教育力の向上、読書習慣・環境の整備、放課後や土曜の学習支援等）

　　・生きる力を身に着けたグローカルな人財の育成（エリムの経済教育、防災サマーキャンプ、

　　　いわき志塾、生徒会長サミット等）　（※）

　⑶　高校・大学等を充実する

　　・生きる力を身に着けたグローカルな人財の育成（高校生版いわき志塾、キャリア教育等）（※）

　　・家庭環境に左右されない進学機会の創出（条件付き「給付型奨学金」の創設等）　（※）

　⑴　生涯スポーツ

　　・参加の機会の拡充（総合型地域スポーツクラブ、体育祭、運動会、サンシャインマラソン等）

　　・スポーツ交流事業の推進（2020東京オリンピック・パラリンピックを契機としたスポーツ

　　　イベントの誘致、大会ボランティアの育成、情報マッチングサイトの構築等）

　⑵　生涯学習

　　・学習成果の還元

　　・既存の施設や機能を活用した学び、集い、つながる場の創出

　　・歴史・伝統の承継（気軽に楽しみながら学び伝えるプログラムの検討等）

　⑵　文化・芸術にふれる、創る

　　・ふれる機会の拡充（アリオスのアウトリーチ事業、文化活動団体のネットワーク化）

　　・文化活動の推進（市民参加・体験型のイベント等）

分野３　歴史・伝統・文化・芸術

　⑴　歴史・伝統を学び、伝える

（※印は、総合戦略関連）

分野１　教育

分野２　生涯スポーツ・生涯学習
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"共創"に向かって（それぞれの役割）

◇　地域資源等を活かした地域づくり活動や、地域の課題解決に向
　　けた市民活動に積極的に参加しましょう。

◇　スクールバスの運行など地域受注機会への参画や、食・エネル
　　ギーの地産地消の取組みを進めましょう。

◇　公共施設と事業者等が有する施設の集約化・複合化などにより、
　　地域の拠点を生み出す取組みに参画しましょう。

◇　まちづくりに係る専門的な技術や知識を、魅力あふれる地域づ
　　くりにつなげましょう。

◇　市街地の魅力を高め、さらなる賑わいを創出します。
◇　中山間地域・沿岸域へ「ヒト・モノ・カネ」の流れをつくる仕
　　組みをつくりだします。
◇　地域の核・拠点とすべく、公共施設の複合化・多機能化・集約
　　化を図ります。
◇　住み替えやリノベーション、空き家の活用など、住みやすさを
　　追求するあらゆる取組みを研究します。

Ⅳ　魅力を育み、磨きあう

目指すところ

　○　まち
　　・日常生活拠点としての「まち」における日々の暮らしやすさと、いわきの顔
　　　としての市街地の活性化と魅力の向上を目指します。

　
　○　中山間地域・沿岸域
　　・人口減少と高齢化が進む中での暮らしやすさと持続可能性を目指して、地域ごとの
　　　核・拠点をつくることや、地産地消をはじめ、地域内の収支を高める取組みを進めます。
　

　○　住まい・住み良さ
　　・本市は、震災及び原発事故に伴う住宅のひっ迫と土地の高騰という特殊な課題に
　　　加えて、長期的に見た場合は、他自治体と同様に、人口減少に伴う空き家の増加が
　　　見込まれており、相反する問題に対するいわきならではの解決策が必要です。
　　・地区計画の見直しや、市街地における市営住宅の借地返還を進めながら、空き家の
　　　活用及びライフステージに応じて住み替えられる仕組みであるリフォーム・
　　　リノベーションを支援し、浸透させる仕組みを検討します。

柱 

市民・地域 

事業者等 

行政 
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主な取組みの概要

　⑴　暮らしやすいまちをつくる

　　・地区まちづくり計画の推進

　　・公共施設の多機能化・複合化・集約化への民間活力の導入、空き店舗・空き住宅の活用

　⑵　賑わいのあるまちをつくる

　　・まちの魅力の向上（中心市街地活性化基本計画に基づく事業の推進、観光施設を拠点と

　　　した賑わいの市街地への誘導等）

　⑴　地域の核・拠点をつくる

　　・小さな拠点の整備（公民連携による施設の複合化・多機能化・集約化）

　⑵　域内循環で地域をおこす

　　・地域による公共サービスの受注や提案

　　・エネルギーの地産地消等、地域おこしにつながる取り組みの検討

　　・廃校等地域資源の利活用　（※）

　⑴　より住みやすくする

　　・住み替えの促進（仕組みの調査・研究）　（※）

　　・リノベーションやリフォームへの取組み（高齢者、バリアフリー、エコ、地元産材の利用

　　　促進、二世代・三世代住宅等）

　　・空き家の活用（実態調査及び活用方策の検討）　（※）

　⑵　計画的に土地利用する

　　・宅地不足への対応（地区計画制度の活用、市営住宅の借地返還）

　　・中山間地域における子育て世代の居住促進に対する支援策の検討

（※印は、総合戦略関連）

分野１　まち

分野２　中山間地域・沿岸域

分野３　住まい・住み良さ
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"共創"に向かって（それぞれの役割）

◇　いわき産に愛着を持ち、自ら積極的に使用するとともに、「食
　　べること、選ぶこと」を周りにも伝えましょう。

◇　おもてなしの心を持ち、市民観光ガイドとして、いわきを案内・
　　PRしましょう。

◇　いわきの若者に、いわきの企業を知ってもらえる取組みを進め
　　ましょう。

◇　誰もが、自分らしく働ける職場づくりに配慮しましょう。

◇　事業活動を通して、地域に財やサービス、雇用を安定的に提供
　　するとともに、産学官や事業者間の更なる連携による新産業の
　　創出などに努め、活力あるまちづくりにつなげましょう。

◇　情報発信や支援・表彰制度の創設など、いわきで働く環境の整
　　備に取り組みます。

◇　担い手・後継者の発掘や、技術力の向上など、人材育成の取り
　　組みを支援します。

◇　産業基盤の整備や戦略的観光の推進に取り組みます。

Ⅴ　活気を生み、力を伸ばしあう

目指すところ

　○　働く
　　・若者が進学時に首都圏等へ流失し、就職時に戻らないという課題があります。
　　　また、働きたい・社会参画したいと思う人が誰でも働ける社会を目指すことも重要です。

　○　稼ぐ力と経営力
　　・産業全体を通して、一次も二次も三次産業も、もっと稼ぐ＝所得を高めるための
　　　取組みを、産官学が連携して考え、実行します。

　○　農林水産業
　　・原発事故による風評被害や担い手不足など、厳しい状況に置かれていますが、気候
　　　風土面でのポテンシャルは高いので、地産地消を足掛かりに、攻めの農林水産業を
　　　目指します。

　○　工業・商業・サービス業
　　・本市の産業の主要部門であり、さらなる活性化に取り組むとともに、後継者がいない
　　　ことによる事業承継への取組みも進めます。

　○　観光
　　・現状分析に基づき、目標や手法、対象、実施主体などを明確にする本市の
　　　「観光戦略」をつくります。

柱 

市民・地域 

事業者等 

行政 
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主な取組みの概要

　⑴　いわきで働く

　　・高校生へのキャリア教育の実施や市内企業を知る機会の提供等　（※）

　　・UIJターンの推進（市内企業へのインターンシップの推進、条件付き給付型奨学金制度等）　（※）

　⑵　自分らしく働く

　　・障がい者、高齢者、女性の雇用機会の創出（表彰制度の創設等）　（※）

　⑴　担い手を確保する

　　・技術力の向上（いわきものづくり塾、職業訓練学校、民間企業との連携等）

　　・共同による中小企業等の人材育成

　⑵　新たな産業を創る

　　・クリーンエネルギー、バッテリー、廃炉ロボット関連産業等、新たな産業の振興と集積　（※）

　⑶　創業を支える

　　・総合的な創業支援体制の構築　（※）

　⑴　攻める

　　・個人、公共等における地産地消の推進

　　・６次化の取組みやブランド産品の創出、エネルギーの有効活用等　（※）

　⑵　基盤を固める

　　・生産性の向上（農林道・ほ場・水路の整備、農地バンクによる集積、大型機械の導入）

　　・人材や担い手の育成（経営力・技術力の向上、イメージチェンジ）

　⑴　工業力を高める

　　・ものづくりの基盤整備（ものづくりの集積を活かした企業力の強化、企業誘致推進等）

　　・物流基盤の整備（ポートセールス、港湾機能の高度化等）

　⑵　商業・サービス力を高める

　　・販売力の向上や商店街の賑わいづくり（空き地・空き店舗の利活用）

　⑶　中小企業・小規模事業者を支える

　　・後継者への事業承継に対する取組み

　⑴　戦略を立てる

　　・DMO（観光地域づくりの舵取り役）によるマーケティング調査の分析結果に基づく戦略の策定

　⑵　お越しいただく

　　・戦略に基づく情報の発信

　⑶　おもてなしする

　　・観光資源の磨き上げや組み合わせ、市民のホスピタリティの向上

分野５　観光

（※印は、総合戦略関連）

分野１　働く

分野２　稼ぐ力と経営力

分野３　農林水産業

分野４　工業・商業・サービス業
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"共創"に向かって（それぞれの役割）

◇　自治会やこども会、消防団などに加わり、市民総ぐるみ運動を
　　はじめ、地域や人とつながる活動に参加しましょう。

◇　地域の構成員として、事業活動を通じてまちの魅力の向上に努
　　めましょう。

◇　企業ボランティア活動など、企業市民として、まちづくり・地
　　域づくり活動に積極的に関わりましょう。

◇　自治会・町内会の維持や、市内における地域間の交流活動など、
　　人と人、地域と地域がつながるための仕組みや環境を整えます。

◇　市外から人を呼び込むための共通イメージとなる都市ブランド
　　をつくり、市民・事業者・行政が共有し、発信していきます。

Ⅵ　交わり、連携を強めあう

目指すところ

　・人と人、地域と地域が今よりもっとつながり、交流し、連携するいわきを
　　目指します。それは、隣近所でも、市内でも、市外でも、国外とでも同じ
　　です。

　・人と人、地域と地域が出会い、つながることで、新たな活力やアイデア、
　　取組みが生まれてきます。

　・そのための手段として、道路や交通、情報発信に取り組まなければなりま
　　せん。特に交通と、人と人・地域と地域が「つながる」ための情報（発信）
　　のあり方に力を注ぎます。

　・観光も含め、あらゆる分野で、外から、いわきを訪れてくれる方々を歓迎
　　します。今まで以上に、多くの方々に来てもらえるよう、合宿誘致等の取
　　組みを強化するほか、「いわきとはこういうところだ、こういうまちだ」
　　というメッセージが内外に伝わり、いわきのファンになっていただけるよ
　　うな都市ブランドをつくり、それに基づくプロモーションに取り組みます。

柱 

市民・地域 

事業者等 

行政 
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主な取組みの概要

　⑴　活動人口を増やす

　　・人口減少や少子高齢化に対応した地域コミュニティのあり方の検討

　　・女性や高齢者も含めた「市民総活躍」の推進　（※）

　　・地域間交流活動や広域的な都市間連携の推進

　⑵　新たに呼び込む

　　・合宿需要の取り込み（スポーツ、芸術、廃炉研究、防災学習など）　（※）

　　・医学部生の誘致　（※）

　⑶　情報でつなげる

　　・情報を基軸としたつながる仕組み（情報プラットフォーム）の構築

　　・情報通信基盤の強化

　⑴　道路を整備する

　　・交通空間の安全対策（通学路・老朽化対策、線形改良、照明設置等）

　　・渋滞の緩和

　　・地域間ネットワークを構築する広域交通網の整備

　⑵　交通を確保する

　　・鉄道やバスなど、地域内移動の基盤となる公共交通の確保　（※）

　　・地域特性や利用者のニーズに合った交通手段の活用　（※）

　⑶　自転車を活用する

　　・サイクリングロードの整備など自転車利用環境の向上

　　・自転車を楽しむ機会の創出（競輪場のイベント、レンタサイクル等）

　⑴　いわきブランドを創る

　　・いわきの良さの再認識と新たないわきの魅力の創出　（※）

　　・市民がいわきを好きになる仕掛けといわきファンの創出　（※）

　⑵　プロモーション・発信する

　　・ターゲットを意識したシティプロモーションの実施（動画作成やいわき応援大使の活用）（※）

（※印は、総合戦略関連）

分野１　人と人・地域と地域

分野２　交通基盤・移動手段

分野３　いわきブランド
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計画を推進するために

　

　

第３章  

 

  

 ⑴ 基本的な考え方 

  ・本市は、広域多角の都市構造を有しており、市街地、中山間地域が、それぞれの個性を 

   生かした地域づくりが求められていること、また、「地域」は市民の大切な暮らしの舞台で、 

   それぞれの地域に即した持続可能な地域づくりを進めることが、これまで以上に重要となって 

   きており、これから本市が取り組んでいく地域づくりの方向を明確にした行政経営を推進します。 
 

  ・東日本大震災からの復興・創生、浜通り地方の拠点都市としての振興発展に向け、 

   自主自立のまちづくりの推進のもと、他の自治体との連携・相互協力を図りながら、 

   都市の魅力・価値の創造・発信の方向を明確にした行政経営を推進します。 
 

  ・市政の主人公は市民であることを常に念頭に置きながら、ますます多様化・複雑化 

   する市民ニーズに的確に対応できる、スリムで質の高い行政サービスの提供に向けて、 

   「自治のしくみづくり」と「成果を重視した行財政運営」を大きな柱として、市民の 

   視点に立ったまちづくり、成果を重視した行財政運営の具現化に向け、その方向を明確 

   にした行政経営を推進します。 

 

 ⑵ 「自治のしくみづくり」と「成果重視の行財政運営」  

  ・「一人ひとりが主役」となり、「地域が舞台」となるまちをつくっていくため、これ 

   までにも増して開かれた市政を推進するとともに、それぞれの地域が持つ個性と魅力を 

   自らの力で高め、伸ばしていけるような、自治のしくみづくりを進めていきます。 
 

   ・人口減少・少子高齢化の進行、経済環境の変化の中にあって、地方自治体には、知恵と 

   工夫でそれぞれの地域の魅力、個性を発揮した、「自主自立」のまちづくりが強く求めら 

   れており、このため、常に市民の暮らしの満足度の向上を念頭に置きながら、生産性、効 

   率性を高めるとともに、評価の視点を重視した行財政運営を進めていきます。    

１ 行政経営の理念 

 

  

     

  

 ２ 「自治のしくみづくり」と「成果重視の行財政運営」を進めるために 

⑴ 協働の推進 

① 意識啓発と 

  相互理解の推進 
② 情報の共有 

③ 仕組みや体制の 

  整備 

 

 

  互いの役割をしっかりと明確にしながら、多様な主体の参加と協働によるまちづくりを 

 進めるための新しい仕組みづくりと、それに基づく、まちづくりを進めます。  

⑵ 民間活力の活用 

① 事務・事業の 

  民間委託等の推進 

② 施設の維持管理への 

  民間活力の活用 

③ 民間活力を活かした 

  プロジェクトの推進 

 

 

  効率性や経済性が期待できる事務・事業については、更に積極的に民間活力を活用します。   

  様々な地域の課題に対応する際にも、行政によるだけでなく、民間や地域が特性や強みを 

  活かせる仕組みの構築を検討します。 
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⑷  公共施設の適正化と公有財産の適正管理・有効活用  

 

  経済成長期等に整備された公共施設等が老朽化し、今後、一斉に更新時期を迎える課題に対応する 

 ため、限られた財源の中、市民サービスのあり方が最適になるよう、公共施設等総合管理計画を策定 

 し、総合的かつ計画的に修繕・更新等を実施するとともに、公有財産の有効活用を進めます。 

   

 ⑸ 安定した財政基盤  

 

  今後、厳しさを増す財政状況のもとでも、必要な行政サービスを提供し、安定的な行政運営を 

 行えるよう、歳入の確保や資産の有効活用、連携・協働による費用対効果の向上など、財政基盤の 

 強化に取り組みます。 

  自主財源の確保や市民負担の公平性の確保を図るため、市税のほか市が有する債権の効率的・ 

 効果的な徴収体制の整備や、中期財政見通しに基づき、健全な財政運営を図るとともに、監査 

 業務のチェックを通じ、適正で効果的な予算の執行に努めます。 

 ⑹ 公営企業等経営の健全化  

 

  公営企業は独立採算による経営が求められることから、企業意識を持って、経営の健全化を 

 進めます。 

  また、国民健康保険事業や介護保険事業などの社会保障制度に基づく特別会計についても、 

 事業の健全な運営を図り、安定した社会保障制度を維持します。 

⑶ 定員管理・意識改革/人材育成・組織体制  

 

   人口減少に合わせて、最小の経費で、多様化する市民ニーズに対応できるスリムで効率的な組織 

  体制や、柔軟で、市民に分かりやすい組織をつくります。 

   市民の立場に立った対応、考え方、仕事の進め方をする職員を目指すとともに、組織風土も 

  変革していきます。また、これからの職員に求められる能力の育成にも取り組みます。 

  

   
① 定員の適正化 

② 柔軟で部局連携を 

  進める仕組みづくり 

③ 意識改革と 

  人材育成 

① 総合管理計画の策定 
② 公共施設の適正化・ 

  再編 

③ 公有財産等の 

  有効活用 

① 経費の縮減 ② 財源の確保 
③ 市税等の徴収の適正

化 

① 市立病院事業経営の 

  健全化 

② 水道事業経営の 

  健全化 

③ 下水道事業経営の 

  健全化 

④ 国民健康保険事業の 

  健全化 

⑤ 介護保険事業の 

  健全化 
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